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とよたで女性の起業できますプロジェクト

人生を通して

「働く」をもっと楽しむために

好きなこと・やりたいことを軸に

自分で仕事をつくる

「起業」を考える女性に向けて

各種講座を通し、人や社会との繋がりの場

ステップアップの場を提供していく

プロジェクト

3



事業開始の背景
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既婚女性の家事従事者の割合（％）

全国 豊田市
資料：国勢調査（平成22年）
第3次とよた男女共同参画プラン【概要版】

豊田市は全国平均と比較して男性の片働き世帯が多いことを背景に、専業主婦が多

い傾向にあります。平成22年に実施された国勢調査によると、25歳から34歳で特に

その比率が高いことがわかります。

また、平成25年度に豊田市で実施された豊田市男女共同参画社会に関する意識調

査では、「女性の就業継続支援」を求める意見も多く、女性の意欲や能力を仕事の

面で広く活かしていくことが求められています。

女性が仕事を持つことについての考え 回答数：1,338

女性は仕事を持たなくてもよい 1.2%

結婚するまでは仕事を持つ 7.1%

子供ができるまでは仕事を持つ 9.2%

子供ができたら仕事をやめ
大きくなったら再び仕事を持つ

48.3%

子供ができても、ずっと仕事を続ける 25.8%

その他 5.2%

不明・無回答 3.3%

資料：平成25年度
豊田市男女共同参画社会に対する意識調査
第3次とよた男女共同参画プラン【概要版】
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事業の役割

女性起業ならではの課題に応える支援

●キャリアのブランク
女性は、結婚、出産などのライフイベントによって働き方を大きく変
え、それによってキャリアにブランクを抱えている人が男性より多い
という事実があります。

●時間
家庭や子供との時間も大切にしたいという志向があり、また家族の長
時間労働や夜勤などの生活スタイルに合わせたりと、家庭内でもその
役割を求められ、時間管理が課題となりやすいのが特徴です。

●小規模・個人向け
男性の起業よりも小規模で、個人向けの身近なサービスが多いという
中小企業庁の調査結果もあり、そのサイズ感にあった支援が適切であ
ると考えます。

各機関が行っていた支援を一本化し連携
段階を追って成長できる仕組みづくり

将来的に事業として発展し
雇用を生み出すまでのサポート体制

●豊田市ものづくり産業振興課
本格的な女性起業家の育成

●とよた男女共同参画センター
女性の社会進出支援・啓発

●豊田商工会議所
女性起業志望者発掘・育成・支援、小規模事業者の起業支援

●豊田信用金庫
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開催実績・概要①

総受講人数

203人

セミナー開催

17回
＊オリエンテーション・

マッチングイベント含む

●参加対象
豊田市内で在住・在勤の女性 または 豊田市内で起業を目指す女性

●受講生の構成 （連続講座は一人1カウント）

～２０代 6人

３０代 62人

４０代 32人

５０代 11人

６０代～ 0人

合計 111人

※延べ人数

起業している 63

起業に向けて動き出してい
る

31

パートで働いている 26

正社員で働いている（育休
含む）

9

その他（専業主婦など） 13

合計 142
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～20代

5%

30代

56%

40代

29%

50代

年代

起業し

ている

45%

起業に向けて

動き出してい

る

22%

パートで働

いている

18%

その他

9%

正社員で働いてい

る（育休含む）

6%

受講者の現在の状況
（複数回答）



●受講生の構成 （連続講座は一人1カウント）

開催実績・概要➁
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その他 商工会HPなど

新聞

eight講座

家族

豊田市HP

eightブログ

eightHP

eightスタッフ

豊田市広報

友人・知人

PJチラシ

eight FB

講座を知ったきっかけ

時期は未

定だが

出したい

と思って

いる

40%

出す予定なし

25%

青色申告

16%

一年以内に

届け出予定

11%

白色申告

8%

開業届申告状況
白色申告 11

青色申告 21

一年以内に届け出予定 14

時期は未定だが 出したいと
思っている

53

出す予定なし 33

合計 132
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

その他

会社を辞めようか悩んでいる

周りに相談できる人がいない

収入面で不安がある

自分の好きなこと得意なことが分からない

起業はしているが 何をしたらいいか分からない

起業をしているが 前に進んでいないこと

自分の資格や技術をどのように仕事に活かしたらいいか分か…

どのような働き方が自分に向いているのか分からない

子育てや家庭と仕事の両立について

どのように起業をしたらいいかわからない

講座に参加する前にどんなことで悩んでいましたか？

（複数回答）

開催実績・概要③

具体的にやる

ことがはっき

りした

33%

参加前の

「モヤモ

ヤ」した気

持ちが軽く

なった

29%

起業に対し

て前向きに

なれた

25%

特に変化は

ない

6%

よりモヤモヤした気持

ちになった

4%

その他

3%

「起業に対しての自分の気持ちの変化」
具体的にやることがはっきり
した

47

参加前の 「モヤモヤ」した
気持ちが軽くなった

40

起業に対して前向きになれ
た

35

特に変化はない 9

より モヤモヤした気持ちに
なった

5

その他 4

合計 140
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開催実績・概要④

受講前5

22%

受講前4

57%

受講前2

17%

受講前1

4%

受講前のモヤモヤ度

受講後5

10%

受講後4

16%

受講後2

52%

受講後1

20%

受講後3

2%

受講後モヤモヤ度

平均モヤモヤ度
受講前

平均モヤモヤ度
受講後

3.8

2.4



講座スケジュール

期間：平成２９年７月４日から平成３０年３月末

講座のプログラムは3段階
起業も視野に入れつつ働き方に迷っている方「モヤモヤさん」

起業へスタートを切って間もない方「コレカラさん」

すでに起業していてチャレンジの場を広げたい方「モットさん」

全講座託児あり予約制／有料）

●オリエンテーション
７月４日 ２１名参加

■講師紹介

鬼木 理恵（おにきりえ）
㈱eight
国家資格キャリアコンサルタント

前田恭子（まえだきょうこ）
㈱eight

田口 さおり（たぐち さおり）
担当講座
「素敵！と言わせる魅せ方」講座
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講座内容①

●なりたい未来と仕事を考える「オープンマインドで未来を描こう」講座
７月１８日（火）２１名参加
内容：キャリア理論を用いて、起業をスタートために必要なマインドの醸成

・ワークシートを通して自分を発見できたと同時にオープンマインドで過去に縛
られずリセット、ニュートラルになっても良いと知れた事。どう意味づけするか
が大事であると知れた事。
・何がしたいのか恥ずかしながらも口に出せたことが良かった。
・過去のできごとから自分の好き、興味を考えることができて良かった。
・起業に迷っていましたが「してみたい」という気持ちが強くなりました。
・来る前より行動してみようという意欲がわいた。
・やっぱり自分の好きを生かして起業したいと思えた。
・より今後のことに強く思いを持てた。

●仕事における「自分の好きや得意を知ろう」講座
７月２５日（火）１６名参加
内容：価値観についてのワークなどを通し自己理解を深める

・自分の今が幼年期の経験から繋がっていることを知れた。
・今の自分の悩みに対して過去の経験からのつながりが分かりスッキリしたのと
課題が分かった。
・自己分析をして振り返ってみたりチェックをしてみて、自分の自信のあること
が分かってきた。
・みんなの「好き」「得意」が聞けて楽しかったです。好きなことを伸ばしてい
きたいと思えたこと。
・自分のパーソナリティを調べられて自分が何となくこうかなぁとぼんやり思っ
ていたことがぴったりで、今後進めていくうえで自信になり、向かう方向がはっ
きりしてきました。

●軸を見つける「自分サイズの起業スタイルを考えよう」講座
８月８日（火）１７名参加
内容：様々な事例を示しながらワークを通し自分らしい働き方を探る

・「できない」と思い込んでいるブロックがたくさんあると改めて気づけまし
た。
・今自分のできることをしていけばいいと考えが固まってきました。
・考えようと思いつつできていなかったことが今回できてよかったです。
・起業パターンをいろいろ知ることができたのはよかったです。
・改めて考えを整理できたこと

［主催］とよた男女共同参画センター
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講座内容②

●表現力スキルアップ講座１「SNSでの発信力を付けよう」講座

９月１３日（水） １９名参加

内容：そもそもSNSって何？／SNSを自分の事業で活用するにあたって

・講師の方が雰囲気もよく、ペースも内容も早すぎず、多すぎずよかった。なぜSNSを
するのかがわかってよかった。

・発信続けていること間違っていないのでこれからもコツコツ続けないといけないなと
思った。

・SNSの苦手が少し楽になった。やってみよう！！とりあえずやろう！！みたいな気持
ちになった。講師の体験したお話などを聞かせていただき、とてもわかりやすくて楽し
かったです。

・SNS活用できる今だからこそアナログなコミュニケーションや自分の心と向き合うこ
との大切さを改めて知ることができました。

●イベント出店力アップ講座２「素敵！と言わせる魅せ方」講座

９月２１日（水） １６名参加

内容：１）セルフブランディングについて ２）自分のコンセプトを整理する。 ３）1分間
PRで、商品・サービスの魅力を伝えられますか？ ４）商品・サービスの魅せ方事例

・すごく具体的で勉強になることばかりでした。苦手なブランディングも先生のお話を
聞いているともっと自分のサービスをブラッシュアップしていきたいと思えました。魅
せ方ひとつでこんなに変わるんだなって感覚的に分かったことも良かったです。

・まだまだ自分のターゲットがしぼりきれていないとか、キャッチコピーが完成してい
ないとか、やるべき事が見えました。

・商品だけの魅せ方だけでなく人としての魅せ方が大切というのがよく分かりました。

・魅せるコトの基本的な所がわかってなかったなと知れたこと。自分のコンセプトや
キャッチコピーかたまってなくてうまく伝えられてないなとわかりました。

● ●簿記知識ゼロからの「記帳の基本のキ」講座

１１月１日（水） ２６名参加

内容：開業届、帳簿についての基礎知識と、簿記知識がなくても青色申告できる会計
ソフトの活用法などの紹介

・全くわからなかった確定申告のことが少しわかりました。

・記帳、簿記の知識がないのでとても分かりやすく、疑問点が改善されました。

・青色と白色の違い。個人で確定申告をする必要がそもそもあるのか、どんなメリッ
ト、デメリットがあるのかを知ることができてよかった。

・今までのモヤモヤがスッキリした。

［主催］豊田商工会議所12
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講座内容③

●キャリアデザイン講座Stage１ 2日連続講座

８月２７日 ９月１７日 １０名参加

内容：いつかは起業してみたいと考えている働く女性のための 私にとっ
て働くとは？自己理解からはじめるキャリアデザイン

Day1「自己理解１：キャリア・アンカーを知る」

Day2「自己理解２：自分の好きや強みを発見」

・あらためて自分が大切にしていることが分かった

・自分が大切にしていることや現状と理想のギャップを書き出すことで理解が深まりま
した。人に話す時間があったのもよかったです。

・自分が仕事に対してどんなことを大切にしているか分かった。ペアワークの方の意見
を聞いて自分の視野が広がった。

・軸（アンカー）について 時間をかけて考えたいと思った。

・自分は何をするのが好きで何を大切にしているかが分かった。自分について知ること
ができたのはとても良かった。自分で考えている自分とチェックリストの結果が違って
面白かった、気づきがあった。

・改めて自分のパーソナリティタイプを確認することで、自分が心地よく働くために重
要となる要素や目指していくべき方向性を認識できたこと。また、一緒に働く人のパー
ソナリティタイプを意識することで円滑なコミュニケーションに役立てることができそ
うなこと。

・自分の価値観と真逆のタイプの人と接する時、また説得する際、自分基準ではなく相
手のタイプを理解して行動すると結果に結びつくんだなと思いました。

●キャリアデザイン講座Stage２ 2日連続講座

１１月５日 １１月２６日 ３名参加

内容：いつかは起業してみたいと考えている働く女性のための起業するに
あたって必要なことを知る

Day3「起業に向けて１：マーケティングの視点」

Day4「起業に向けて２：事業計画書(MY PLAN)を作ろう」

・今の現状をネガティブにとらえてたけど変化の途中だと気づけた。

・自分の軸を再確認できた。他の方の話も聞くことができていろいろ考えることがで
きた。

・心の底にあった声が出てきて気付けた。

・これからやることがはっきりした。

・頭の中が整理できてやりたいことがより明確になった。

［主催］豊田商工会議所
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講座内容④

● 1derland×起業支援マッチングイベント

１０月１８日 ４２名参加 １１の相談ブース開設

豊田の地元企業や専門家が１１のブースを、起業したばかり・これから起業したい女
性達が気軽に相談できる場として相談会を開催

＜相談ブース＞

●寺田靖子税理士事務所

●杉浦美紀行政書士事務所

●中小企業診断士 （株）Tcell

●地域密着型 豊田信用金庫

●国の融資機関 日本政策金融公庫

●起業女性専門デザイナ― hitonowa

●情報発信のとよたプロモ部

●建築家コミュニティ 豊田建築ネットワーク

●木材と作り手を結ぶ ウッディーラー豊田

●和紙のことなら和紙のふるさと工芸館

●女性起業サポート （株）eight

起業プロジェクトとして初の取り組みである相談会。のべ42名というたくさんの方が相談され

「相談してよかった」「土台をきちんと作っていこうと思えました」

「新しい一歩を踏み出せそうです」との声が聞かれました。

［主催］豊田商工会議所

●超実践！ここからスタート！「わたしの起業プラン作成」講座

全５回連続講座 12名参加

１月１6日・２３日・２月６日・２０日・２７日

最終日 プレゼンテーション大会

15ページ～18ページに実践レポート

［主催］ものづくり産業振興課

14



実践レポート 起業プラン作成講座

（講座内容）
DAY１ 事業の資金について学び、自分の事業の資金計画を作成。
DAY２ 身近な商品、店舗を例題にしたマーケティングを学び、ターゲットの設定。

自分のターゲットに合わせた発信ができているかの振り返り。
DAY３ プレゼン資料の基礎を学び 自分の資料へのイメージを膨らませ、

自分の強み「STRENGTH」をお互い伝えあい、自信を深めます。
DAY４ お互いのプレゼン資料について意見交換をしながらブラッシュアップ。講師

より個別のアドバイスを受け 事業について考えを深め、資料を作成。

15

Ｄａｙ１
１月１6日
（火）

10:00～
12:00

WHYとHOW レクチャー
[資金の準備と稼ぐ力]

ワーク
[起業プランを立てよう１] 

Ｄａｙ２
１月２3日
（火）

HOWレクチャー
[SNSでの発信力とマーケティングの視点]

ワーク
[起業プランを立てよう2]

Ｄａｙ３
２月6日
（火）

WHATとSTRENGTH レクチャー [公開プレ
ゼンへ向けて！ プレゼン資料の作り方] 

ワーク
[起業プランを立てよう3]

Ｄａｙ４
２月２0日
（火）

プレゼン資料作成
[個別に対応しながらプレゼン資料をブ
ラッシュアップ]

ワーク
[プレゼン資料をつくろう]

Ｄａｙ５
２月２7日
（火）

9:30～
14:00

公開プレゼンテーション
ゲストの前で起業プランを発表します。
発表7分 講評/質問 3分 入替2分



実践レポート 起業プラン作成講座

●「初めまして柿カレーです」 高校での柿を使ったカレー販売
●「感じる妊娠・出産・育児」 あいうみ助産院 助産師
●「暮らしに１番近いデザイン チラシデザインで社会貢献」 A4チラシデザイナー
●「自然を愛する心をはぐくむ風水スクール」 風水カウンセラー
●「子育てママの不安を解消！日用化学製品の安心安全講座」 日用品安全性コンサルタン
ト
●「ありのままで笑っちゃう親子deイキイキ教室」 バランスボールインストラクター
●「毎日着たい、着心地のいい服」 ハンドメイド服 製造・販売
●「モンテッソーリ教育理念による、子ども音楽院」

子どもと共に成長する～カノン音楽教室～ ピアノ講師
●何歳になっても成長できる ～楽しみながら自分の成長を感じてほしい～

チョークアーティスト
●「心の声」と向き合うファッションサポート」 カラーセラピスト
●「おいしいパンの作り方教えます！」 パン教室主宰
●「なんにもないけど、なんでもあったあの頃に」 コミュニティレンタルスペース運営

1人7分間の持ち時間で自分の事業をゲストアドバイザー、一般参加者の前でプレゼン。
全員がパワーポイントを使用して起業プランを発表しました。ゲストアドバイザーか
ら「年を追うごとにレベルが上がって素晴らしいプレゼンテーションばかりだった」
という激励や、今後の事業をさらに進めるための的確なアドバイスをいただきました。
アドバイスをすぐに実行する受講者もおり、今後の活動に期待が持てるプレゼン大会
となりました。
ランチ交流会では、元城町でカフェをオープンしている先輩起業女性”Mayple&May”の
小野さんの軽食をいただきながら、アドバイザーの方々や応援に駆けつけた仲間から
さらにアドバイスや感想を得るなど、お互いのプレゼンの感想を伝えあったりしなが
ら交流を深めました。
昨年の起業プラン作成講座参加者も数名ですが観覧されていました。継続事業のメ
リットが徐々に出てきたようです。

DAY５ 2月2７日 私の起業プランプレゼンテーション大会 参加者１２名

ゲスト
豊田商工会議所 中小企業相談所 早川様
豊田信用金庫 経営支援部 杉浦様
先輩企業女性 調味料エバンジェリスト 下倉様
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実践レポート 起業プラン作成講座

この講座に参加してよかったことは何ですか？

・沢山の方に刺激を頂けたこと

・参加メンバーとのご縁。

・プレゼンを作るにあたり、自分の仕事に対する色々な棚卸し（お金のこと・想い)がで

きた！改めて、やって行く（新メニュー)覚悟もできた‼

・パワポでプレゼンを作れた！

・お金のことについて向き合えた事。自分の強みを発見できた事。起業しようとする仲

間ができた事。

・異業種のひとり起業さんたちと出会えたこと、仲間になれたこと、そしてeightさんと

いう心強い存在に触れられたこと。

・日頃1人で仕事しているので、考えていることを人に話したり言葉にしたりする機会が

なく、言語化することで思考が整理できる機会がなかったことに気がついた。

・実際に資金計画で今のままでは回収できない事を目の当たりにし、このままではいけ

ないと確認できたこと。

・自分の中の事業に対しての思いがしっかり明確になった。

・自分の軸が見えてきたのと、アピールするポイントがわかってきた

・発表しなければならないという状況、そして期限もあり自分を追い込むことができた

こと。同じ目標に向かって進む仲間がいたこと。

・仲間が居るということ、エイトのみなさんが応援してくださるということを感じられ

たこと。

・新しい仲間ができた。改めて自分の仕事に対する想いを見直すことができた。

・起業に対するモチベーションが上がったことと、既に起業されているステキな先輩方

と知り合いになれたこと。

この講座で一番学んだことは何ですか？

・やれば出来る

・自分の想いを声に出して、発信して行く大事さ‼思っているだけじゃダメ、声に出し

ていくから、行動できるし、いろんな方の意見も聞ける‼

・ひとり起業はひとりぼっちで頑張らなくてもいい、とわかったこと。

・一緒に参加した皆さんの「真剣さ」が伝わってきて、私は今後のプランを練り直そう

と思いました。また結果を出すのは、開業届け提出後3年以内にしたい！メディア等も上

手く活用していくことは悪いことではない。スピードも大事。でも自分サイズで。

・自分のやりたいこと、足りないことなどを整理できたこと。

・アウトプットすることの大切さ。

・お金のことも大事。だけど、やっぱり想いを形にすることの方が大事。

・起業するにあたり考えなければならない基本的なところを学ぶことができました。
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実践レポート 起業プラン作成講座

「わたしの起業プラン作成講座」成果
自分の好きを仕事にしていきたいと、何となく起業という道を進み始めてはいるものの「お
客様からお金を頂いて事業をする」ことに対しての向き合い方が分からなかった女性起業家
の皆さんが、この5回の講座とプレゼンテーションを通して、しっかりと自分の仕事に向き
合い、どうしてこの仕事、起業の道を選んだのかを改めて考える場となりました。
しかるべき人に自分の事業をプレゼンテーションし、アドバイスをもらうことにより まだ
足りない事やできること・するべきこと・方向性を認識し、さらに今後の事業を発展させる
ための知見とモチベーションを高めることができました。



プロジェクト報告会＆交流イベント IDOBATA SUMMIT

３月８日（木）
１０時～１３時開催
とよた男女共同参画センター

１部
開会あいさつ
「とよたで女性の起業できますプロジェクト」報告会

２部 トークセッション
●パネルディスカッション
「女性起業家の先輩に聞く、私にもあったはじめの一歩」

コーディネーター
前田恭子（㈱eight）

パネラー
長坂亜希子（販促ツールデザイナー hitonowa）
鈴木 未樹（Meetch式パステル手形アート）
水野由美子（まつげエクステサロン Daiya Ribbon経営・アイデザイナー）

●３分スピーチ
「起業プロジェクトで踏み出した、あらたな一歩」

９名のプロジェクト参加者が「起業プロジェクトで踏み出した、あらた
な一歩」をテーマに想いをスピーチ

３部
●井戸端会議（交流会）
パネラー、スピーカー、
プロジェクト主催者と話そう、つながろう

＜主催＞豊田商工会議所
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これまでの起業プロジェクト受講生の活動紹介①

2016年度受講生
（レンタル店舗で販売実践講座）

志水恵子さん

きらずや・VegetableCafeオーナー

◎起業PJに参加した理由を教えてください
パート勤務をしながらイベントでお菓子を販売していた頃、「毎
日お菓子を作るってどんな感じだろう」と思ってチャレンジしま
した。

◎レンタル店舗の経験は今のお店オープンにつながっていま
すか？
その当時、お店を開くとは考えていませんでしたが、講座への
チャレンジがなかったらお店は開けていなかったと思います。
チャレンジ店舗での売り上げは少なかったですが、継続できれば
尻上がりに伸びていくという実感はありました。
それは他のメンバーのその後の活躍を見てもわかります。
ただ、それまでと同じつながりの中ではなく、何か新しいことが
必要だとは思いました。

志水さんは「tete」での活動終了後、様々な方とのつながりを大切
にしながら 自分の活動に対する考え方や「きらずや」をどんど
ん発信していらっしゃいます。
また、一生料理人であり続けるためにはどうしたらいいかと考え、
tete以降、動き続けることができました。
カフェオープン後も「緩やかに長く続けられる事業」を目指して
いくそうです。志水さんの今後のチャレンジに注目です。

2016年度・2017年度受講生
（イベント出店チャレンジ講座・
わたしの起業プラン作成講座・起
業マッチングイベント）

両角祥子さん

Ribbon Time（ペーパーフラワー、
パステリア書の講師）
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◎起業PJに参加して一番変わったことは何ですか
「行動する」ということが変わりました。起業プロジェクトに参
加した時はつながりもなく疑問と不安だらけでした。
講座に参加したり、先輩起業家の方の姿を見ると自ら手を挙げて
発信しないと変わらない、自主性が必要だと強く感じました。
以前の自分は 「やってみないと分からない…だからやめておく」
でした。それが「やってみる」という気持ちに変化しました。
うまくいく保障なんてないしすごく勇気もいりますが、そうやっ
て「行動できたこと」と「プロジェクトで知り合った仲間とキラ
とよたさんとのつながりでイベントを成功できた」ということが、
起業プロジェクトに参加して得たものです。

◎今後の計画を教えてください
次のイベント開催を現実にしたいということと、起業マッチング
イベントの相談会でつながることができた和紙のふるさとさんの
小原和紙のブーケもトライしていきたいと思っています。そして、
母としての役割と仕事のバランスを取りながら「やりたい」気持
ちに正直に頑張っていきます。

両角さんは一昨年～昨年にかけて起業プロジェクトに参加くださ
いました。一昨年で事業を整え、昨年は起業マッチングイベント
で和紙のふるさとさんとつながり、新素材での作品作りにチャレ
ンジしています。
そして、2018年の春には起業PJで出会った仲間とイベントを主
催・開催と活動の場を広げている両角さん。今後の活動からも目
が離せないひとりです。



2016年度受講生
（レンタル店舗で販売実践講座）

宇井千春さん（右）

Happy Closet（服飾制作販売）

郡山真喜子さん（左）

Coco*chi （雑貨作家）
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＜宇井さんにお伺いしました＞
◎起業PJに参加して一番変わったことは何ですか
チャレンジ店舗では期間限定でも、売り上げ目標を掲げて取り
組みました。期間限定だから頑張れたのだと思います。
実店舗を構えたら、常に結果を出していかなければならないと
いう厳しさとオリジナリティーを出していく必要性を実感しま
した。
そのことから実際に今は、月20着を目標に制作をし、オリジナ
リティーという面では、「さをり織り」を取り入れてオンリー
ワンの価値ある商品作りをしています。

◎今後の計画を教えてください
今年の5月に工房が完成し、定期的なコーディネート会を考え
ています。完成後の6月10日(日)にはオープニングイベントを計
画中です。
尊敬できる相手（ Coco*chi 郡山さん）とユニット Happy 
Cocoを組み、仕事する楽しさをさらに感じています。
私たちの販売スタイルや作品が欲しい方々に届き、その結果、
お客様を幸せにすることが出来たら嬉しい…それが夢です。
さらなる夢は雑誌に取り上げてもらうことですね。

＜郡山さんにお伺いしました＞
◎起業PJに参加して一番変わったことは何ですか
仲間と同じベクトルで仕事に向かう面白さと難しさを学び、そ
れが今に繋がっています。お互いを尊敬し信頼して初めて、化
学変化を起こすことができ、１+１が、何倍にも何十倍にもな
る価値を感じながら仕事をしています。

◎今後の計画を教えてください
わたしにしか作れない、たった一つの商品をもっと追求してい
きたいと思っています。それを掛け合わせて、盟友たちと特別
な商品、空間と時間をお客様に提供していきたいです。

これまでの起業プロジェクト受講生の活動紹介②

ふたりが手掛ける作品での
コラボレーション

Happy Coco

2016年度レンタル店舗で販売実践講座の後期「co.labo」に
参加されたお二人は実店舗でのチャンレンジ終了後、また
それぞれの活動の幅を個人で広げられていました。
その後、二人の創作活動、お客様に対する思いが合わさり
Happy Cocoというユニットが生まれています。
実店舗で経験し実感した厳しさと楽しさ、喜びを共有でき
る仲間だからこそ、新たな世界が広がっているようです。
個人での活動とユニットでの活動。双方が素晴らしい効果
を生んでいます。
「起業女性」というキーワードで集まった参加者同士のつ
ながりができるのも起業プロジェクトの成果といえます。
今後のお二人の活躍にますます期待します。



2017年度受講生
（キャリアデザイン講座）

ライフオーガナイザー

月足沙織さん
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◎この起業PJを通して一番変わったことは何ですか
講座に参加する前は、起業したいけど何をしたらいいかわからず、
本当にできるのか不安な状態でした。
しかし参加したことで、頭の中が整理され、これからやるべきこ
と・やりたいことがはっきりしていき、不安がだんだんなくなっ
ていきました。あと、同じように起業したくて参加している人や、
すでに起業して頑張っている人の話を聞いたことで、自分も頑
張って前に進もうという気持ちになりました。

◎私の活動にとって起業PJとのかかわり
講座に参加して、あとは行動に移していくことだなという思いに
なり、具体的に準備を始め、２か月後に開業届を提出することが
できました。
起業したらまずは講座を開催しようと思っていたのですが、発信
力のある場所だと収益が厳しく、踏み出せずにいました。しかし、
講座に参加したときに、「まずは知ってもらうために投資と思っ
てやる」というアドバイスを頂いたおかげで、赤字になってもい
いからやろうという気持ちになり、無事３月に開催することがで
きました。

◎今後、こうしていきたいなぁという思い・計画
まだ仕事としては講座を１回開催しただけなので、これから豊田
市内の色んな場所で、定期的に講座を開催し、メインのサービス
であるコンサルティングにつなげていきたいなと思っています。
また、つながりが増えるようなところには積極的に参加をし、私
がライフオーガナイザーという仕事をしていることを知ってもら
うことはもちろん、色んな人と出会うことで何か新しい活動もし
ていけるといいなと思っています。

今年度初の試みの働く女性のための日曜日開催講座「キャリアデ
ザイン講座」に参加された月足さん。
受講されるうちにやりたい事をはっきりと描くことができるよう
になり、受講後もその歩みを止めることなく、開業届の提出、初
の講座開催と積極的に活動をされています。
また、自分のことを知ってもらうためプレゼンテーションにも挑
戦されるなど今後の活動の展開がとても楽しみです。

これまでの起業プロジェクト受講生の活動紹介③



起業プロジェクトを通して

・段階に適した講座を提供することができた。

・「モヤモヤ」から「モット」まで成長の道のりをサポートできた。

・地元の専門家とのつながり、通期で学びあう仲間など横のつながり

を作る場の提供ができた。

「とよたで女性の起業できます．プロ

ジェクト」は2017年度で2年目を迎え

ました。昨年より講座数は減ったもの

の、日曜開催講座、起業支援マッチン

グイベントといった新しい試みを行い

ました。

起業支援マッチングイベントでは、税

理士、デザイナー、金融機関など10

ブースを構え、どの時間帯も相談者が

席を埋めていらっしゃいました。起業

プロジェクトの講座だけでなく、豊田

で起業を考える女性が今後の事業を進

めていくために、なかなか自分ではコ

ンタクトを取りにくい専門家と、こう

して出会う機会を設けることは有意義

でした。

今回のレポートでは2016年度の参加者

の方のその後の活躍もご紹介しまし

た。講座の受講を経て知識を得、実践

し行動し続ける女性たちの頼もしい姿

を見ることができます。

自分で仕事をつくり出す主体的な女性

がここ豊田に増えています。主催のみ

なさまとともに、豊田市の支援機関と

して応援を続けていきたいと思いま

す。

（株）eight 前田恭子
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「とよたで女性の起業できますプロジェクト」に寄せて

今年度の当センター担当講座では、「オープンマインドになる」「自分の軸をみつける」など、起業

を目指す方はもちろん、女性が人生を自分らしく生きていく上でとても大切な視点を学んでいただく

ことができました。講座後の、受講生の皆様の晴れやかで楽しそうな顔が今も印象に残っています。

地域で一体となり起業女性を応援するこのプロジェクトも２年目となりました。「昨年のプロジェク

トのチラシを見てずっと気になっていました」「女性の起業支援を行なっていると聞いたのですが」

と声をかけてくださる女性に出会う機会も増え、プロジェクトの存在が地域に浸透していることを実

感します。今後も、自分らしく元気に輝く豊田市の女性の皆様を応援させていただきたいと思いま

す！

豊田市役所 生涯活躍部市民活躍支援課 とよた男女共同参画センター 松田 彩世

起業したい女性を対象とした「わたしの起業プラン作成講座」では、短期間で自身の起業プランのブ

ラッシュアップを行い、プレゼン資料の作成、発表を行いました。公開プレゼンでは商工会議所様と

豊田信用金庫様をはじめとするアドバイザーからそれぞれ具体的な助言をいただきました。客観的に

自身の起業プランを評価してもらうことは、受講者の皆さんにとって大きな刺激になったことと思い

ます。本講座を通して得た、自身と向き合う強さや起業プランを作り上げたことに対する自信、同じ

起業という目標に向かって進む仲間はこれからも皆さんの心の支えになり続けると思います。豊田市

は、今後も皆様の活躍を応援していきます。

豊田市役所 ものづくり産業振興課 西田 莉乃

「子育て中のママたちが、家庭以外の場所でも輝きたいと磨いてこられたスキルを起業に活かせない

か？」、という思いで細々とスタートしたこの事業が、県内でも注目される女性起業支援プロジェク

トに育ったことは、豊田市、豊田信用金庫、㈱eightのご尽力があってこそと感謝申し上げます。

豊田商工会議所では、起業を思い立った日から、事業計画の作成、開業資金のご相談開業後の記帳、

確定申告まで一気通貫で支援させていただきますので、起業をお考えの女性のみなさま、遠慮なくご

相談ください。

豊田商工会議所 中小企業相談所長（経営指導員） 早川 秀喜

「わたしの起業プラン作成講座」における公開プレゼンテーションでは、女性ならではのユニークな

視点とアイデアがあり、受講生一人ひとりの起業に対する熱い思いが伝わりました。起業するポイン

トとして、「やりたいこと」、「できること」、そして「継続し続ける」ことが大切であると考えま

す。豊田信用金庫は、事業計画書の作成支援や資金支援を含めた様々なサポートを行い、目標に向

かってがんばる女性の起業者を応援します！

豊田信用金庫 経営支援部 杉浦 浩
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＜報告書作成・運営委託会社＞株式会社eight


